
１　四大の状況
（1）　内定状況 （単位：人・％）

学部

（注1）内定率は、就職希望者に対する就職内定者の割合

（注2）内定率欄の（　）内数字は、前年度3月末日現在の内定率

（注3）就職希望者欄の（　）内数字は、卒業予定者に対する就職希望者の割合

（注4）その他欄は、家事手伝い等、就職・進学希望者以外の者、進路未決定の者
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卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 左　の　業　種 進学者 その他

社 会 福 祉
109 103 102 99.0

看 護
79 75 75 １００

卸売・小売業8、金融・保険業7、不動産
業・物品賃貸業1、教育・学習支援業1、医
療・保健衛生18、福祉・介護42、複合サービ
ス業6、サービス業4、公務15（うち岩手県
内14）

4 2

(94.5） （96.8）

2 2

(94.9） （100）

医療・保健衛生71（うち岩手県医療局15）、
福祉・介護1、教育・学習支援業2、公務1
（うち岩手県内1）

総 合 政 策
103 95 93 ９７．９

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

150 106 103 ９７．２

農業1、建設業5、製造業4、情報通信業2、
運輸・郵便業21、卸売・小売業18、金融・保
険業7、不動産業・物品賃貸業3、飲食・宿
泊業3、教育・学習支援業3、福祉・介護1、
複合サービス業8、サービス業5,公務12（う
ち岩手県内5）

1 7

(92.2） （98.9）

37 7

(70.7） （96.9）

建設業4、製造業3、情報通信業79、運輸・
郵便業2、卸売・小売業3、金融・保険業2、
不動産業・物品賃貸業1、飲食・宿泊業1、
医療・保健衛生1、複合サービス業2、サー
ビス業3、公務2（うち岩手県内2）

18

(85.9） （98.1）

計
441 379 373 ９８．４

農業1、建設業9、製造業7、情報通信業81、
運輸・郵便業23、卸売・小売業29、金融・
保険業16、不動産業・物品賃貸業5、飲食・
宿泊業4、教育・学習支援業6、医療・保健
衛生90、福祉・介護44、複合サービス業
16、サービス業12、公務30（うち岩手県内
22）

44



２　短大の状況
（1）　内定状況
盛岡短期大学部 （単位：人・％）

学科・専攻

宮古短期大学部 （単位：人・％）

学科

（注1）内定率は、就職希望者に対する就職内定者の割合

（注2）内定率欄の（　）内数字は、前年度3月末日現在の内定率

（注3）就職希望者欄の（　）内数字は、卒業予定者に対する就職希望者の割合

（注4）その他欄は、家事手伝い等、就職・進学希望者以外の者、進路未決定の者

左　の　業　種
進学
決定者

その他

生活科学科
生活科学専攻

25 20 20 １００
建設業8、卸売・小売業2、金融・保険業3、
複合サービス業1、サービス業2、医療・保
健衛生1、教育・学習支援業1、公務2（うち
岩手県内1）

4 1

(80） (100)

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率

生活科学科
食物栄養学専攻

28 21 21 １００
製造業2、卸売・小売業3、金融・保険業1、
サービス業12、福祉・介護3 7 0

(75） (95.5)

国際文化学科
67 33 32 97.0

建設業1、製造業1、運輸・郵便業1、卸売・
小売業6、金融・保険業5、不動産業・物品
賃貸業1、飲食・宿泊業1、サービス業6、教
育・学習支援業7、医療・保健衛生業1、公務
2（うち岩手県内0）

27 7

(49.3） (100)

計
120 74 73 ９８．６

建設業9、製造業3、運輸・郵便業1、卸売・
小売業11、金融・保険業9、不動産業・物品
賃貸業1、飲食・宿泊業1、複合サービス業
1、サービス業20、教育・学習支援業8、医
療・保健衛生2、福祉・介護3、公務4（うち
岩手県内1）

38 8

(61.7） (98.5)

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 左　の　業　種
進学
決定者

その他

8

(75.5） (95.5)

18
経営情報学科

106 80 76 95.0

農業1、製造業1、情報通信業5、運輸・郵便
業5、卸売・小売業25、金融・保険業13、不
動産業・物品賃貸業1、飲食・宿泊業3、複
合サービス業3、サービス業9、教育・学習
支援業2、医療・保健衛生3、公務5（うち岩
手県内4）

うち、栄養

士17名 



（参考）　平成26年度岩手県立大学卒業生　主な内定先（平成27年3月31日現在）
◎主な就職先

ソフトウェア情報学部 総　合　政　策　学　部
情報通信業
【岩手県】
　㈱アイシーエス、㈱システムベース、岩手NIC㈱、㈱岩手情報シス
テム、㈱ワイズマン、㈱ネクスト
【北海道・東北地区】
　㈱NID東北、東北インテリジェント通信㈱、東北インフォメーション・
システムズ㈱、㈱東北システムズ・サポート、㈱日立システムズ、サイ
バーコム㈱
【首都圏ほか】
　NRIシステムテクノ㈱、NECソリューションイノベータ㈱、㈱NTTデー
タSMS、京セラ丸善システムインテグレーション㈱、KDDI㈱、ドコモ・
データコム㈱、日商エレクトロニクス㈱、㈱日立公共システム、㈱日立
産業制御ソリューションズ、㈱日立システムズ、㈱日立ハイシステム
21、㈱富士通アドバンスシステムズ、㈱富士通ビー・エス・シー、三菱
電機情報ネットワーク㈱、ユニアデックス㈱、NRIネットコム㈱、㈱NTT
データ北陸、㈱JTB情報システム、㈱SCC、第一生命情報システム
㈱、日本システム技術㈱、㈱ソルクシーズ、㈱インテック、㈱トヨタコ
ミュニケーションシステム、TIS㈱、コムシス情報システム㈱、サイバー
コム㈱、新日本コンピュータマネジメント㈱
その他の企業
　東日本旅客鉄道㈱、日本精機㈱、川嶋印刷㈱、㈱北日本銀行、東
京海上日動火災保険㈱、みちのくコカ・コーラボトリング㈱、東日本
ハウス㈱、㈱テレビ岩手
公務・団体等
　岩手県警察、滝沢市、全国農業協同組合連合会岩手県支部、新
岩手農業協同組合、(一社)岩手県医師会

運輸業
　スカイネットアジア航空㈱、東日本旅客鉄道㈱、IGRいわて銀
河鉄道㈱、岩手県交通㈱、㈱二葉、武蔵貨物自動車㈱
金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱北日本銀行、㈱東北銀行、あいおいニッセイ
同和損害保険㈱、住友生命保険相互会社
卸・小売業
　ヤマトホームコンビニエンス㈱、岩手トヨペット㈱、秋田トヨペッ
ト㈱、㈱スズキ自販岩手、東京自動車㈱、㈱日本旅行東北、ト
ヨタ自動車東日本㈱、㈱星野リゾート、㈱管文、㈱サンデー、イ
オンスーパーセンター㈱、㈱川徳、㈱ベルプラス、㈱東京イン
テリア家具、㈱薬王堂
建設業
　東北ミサワホ－ム㈱、宮城建設㈱、㈱ゆい工房、㈱川本製作
所
その他企業等
　いわて生活共同組合、みやぎ生活共同組合、エイベックス
㈱、綜合キャリアグループ、大東建物管理㈱
団体等
　日本年金機構、日本郵便㈱、全国健康保険協会、全国農業
協同組合連合会岩手県本部、新岩手農業協同組合、花巻農
業協同組合
学校教育等
　 (学)岩手医科大学、北海道教育委員会、（学）明星学園浦和
学院高等学校（臨時）
公　務
　林野庁、警視庁、法務省東北少年院、岩手県、滝沢市、会津
若松市、柏崎市、杉並区、矢巾町、大槌町、小国町、盛岡地区
広域消防組合

看　　護　　学　　部 社　会　福　祉　学　部
国公立病院
　岩手県医療局、国立病院機構花巻病院 、東北大学病院、千葉大
学医学部附属病院、新潟大学医歯学総合病院、国立成育医療研
究センター、国立がん研究センター東病院、宮城県立こども病院、
東京都立松沢病院、神奈川県立こども医療センター、公立刈田総合
病院、日野市立病院、横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属
市民総合医療センター
病　院
　岩手医科大学附属病院、盛岡赤十字病院、盛岡友愛病院、川久
保病院、岩手県予防医学協会、仙台厚生病院、西仙台病院、東京
医科大学病院、東京医科大学八王子医療センター、東京慈恵会医
科大学附属柏病院、東邦大学医療センター大森病院、武蔵野赤十
字病院、板橋中央総合病院、NTT東日本関東病院、聖路加国際病
院、がん研有明病院、昭和大学横浜市北部病院、横浜労災病院、
済生会横浜市南部病院、川崎幸病院、横須賀共済病院、さいたま
赤十字病院、イムス三芳総合病院、順天堂大学医学部付属浦安病
院
福祉団体（施設）等
　特別養護老人ホームサンタウン松園
学校教育等
　大槌町立大槌小学校（養護教諭）、岩手県立岩泉高等学校（養護
助教諭）
公務（保健師）
　岩手県（二戸）

病　院
　日本赤十字社岩手支部、（医）巌心会栃内病院、（社医）法成
会平和台病院、（財）東八幡平病院、（医）正清会三陸病院、東
北会病院、（社福）久盛会秋田緑ヶ丘病院、（医）湖山荘福島
松ヶ丘病院、（公財）金森和心会針生ヶ丘病院、（医）杏山会古
川記念病院、函館渡辺病院、（医）永寿会恩方病院、IMSグ
ループ・行徳総合病院
福祉団体（施設）等
　（医社）敬和会、NPOちえのわ福祉会、岩手療育センター、
（社福）緑愛会特養サンタウン松園、（社福）悠和会WS銀河の
里、（社福）光林会ルンビニー苑、（社福）育心会、（社福）光の
園、（社福）敬愛会特養志和荘、（社福）みちのく協会、（社福）
九戸福祉会折爪荘、（社福）若竹会、（社福）大洋会、（社福）清
風会あいぜんの里、（社福）はらから福祉会、（社福）大樹、常
安寺保育園、（社福）多摩養育園、㈱西部産業、（社福）滝の根
会
その他企業等
　㈱三井住友銀行、㈱岩手銀行、㈱北日本銀行、東京海上日
動火災保険㈱、住友生命保険、綜合警備保障㈱、いわて生活
協同組合
団体等
　岩手県社会福祉事業団、秋田県社会福祉事業団、神奈川県
社会福祉事業団、盛岡市社会福祉事業団、（社福）盛岡市社
会福祉協議会、（社福）花巻市社会福祉協議会、（社福）二戸
市社会福祉協議会、（社福）釜石市社会福祉協議会、（社福）
三鷹市社会福祉協議会、（社福）岩手町社会福祉協議会、全
国健康保険協会、全国共済農業協同組合連合会岩手県本
部、新岩手農協、岩手江刺農協、新函館農協
学校教育等
　（学）川村学園青葉幼稚園
公　務
　岩手県(社会福祉職)、北上市(社会福祉職)、一関市(社会福
祉士)、滝沢市、花巻市(保育士)、宮古市(保育士)、釜石市、名
古屋市(社会福祉職)、陸前高田市、紫波町(保育士)、雫石町、
八戸市（臨時）



（参考）　平成26年度岩手県立大学盛岡短期大学部・宮古短期大学部卒業生　主な内定先（平成27年3月31日現在）

◎主な就職先

　　　　　盛岡短期大学部（国際文化学科）

　　　　　盛岡短期大学部（生活科学科　生活科学専攻）
金融・保険業
　㈱岩手銀行
建設業
　㈱タカヤ、㈱高設、パナソニックホームエンジニアリング㈱、㈱日盛
ハウジング、東和総合住宅㈱、アサヒアレックスホールディングス㈱
卸・小売業
　㈱ユニクロ、トーサイアポ㈱、㈱グリーンハウザー

その他企業等
　日本旅行東北㈱
団体等
　新岩手農業協同組合
公務
　国家（技術・東北）、岩手県(Ⅲ種)

　　　　　宮古短期大学部（経営情報学科）
金融・保険業
　㈱岩手銀行、宮古信用金庫、盛岡地域農業共済組合
運輸業
　東日本旅客鉄道㈱、アートコーポレーション㈱、㈱東北丸和ロジス
ティクス
卸・小売業
　トヨタカローラ岩手㈱、ネッツトヨタ岩手㈱、㈱スズキ自販岩手、日
新スズキ販売㈱、日産部品岩手販売㈱、イオンリテール㈱、㈱ジョイ
ス、㈱ユニバース、㈱マイヤ
その他企業等
　㈱東横イン、愛隣館、㈱求人ジャーナル、チモロ㈱

医療・福祉
　特定医療法人弘慈会宮古第一病院、後藤泌尿器科皮膚医
院
団体等
　日本郵便㈱、江刺農業協同組合、八戸農業協同組合、あき
た北農業協同組合
公　務
　岩手県警察、山田町、大槌町、自衛隊、青森県

　　　　　盛岡短期大学部（生活科学科　食物栄養学専攻）
金融・保険業
　㈱岩手銀行
製造業
　岩手缶詰㈱、㈱マーマ食品
卸売・小売業
　イオンリテール㈱、㈱パンセ

サービス業
　日清医療食品㈱、㈱シダックス、富士産業㈱、㈱メフォス、㈱
ニッコクトラスト
医療・福祉
　(社福)釜石愛育会、(社福)滝沢市保育協会、(社福)つばさ福
祉会

金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱東北銀行、㈱みずほ銀行盛岡支店、㈱日専連
パートナーズ
建設業
　泉建工業㈱
卸・小売業
　㈱スズキ自販岩手、㈱平金商店、イオンスーパーセンター㈱、㈱日
本エコライフ
サービス業
　㈱エイチ・アイ・エス

教育・学習支援業
　前沢自動車学校㈱、イッティージャパン㈱、アイトップス㈱、
金ヶ崎要害歴史館
その他企業等
　㈱サカイ引越センター、箱根オーベルジュ 漣
医療・福祉
　とおの宮本眼科
公務
　横手市、小坂町、八幡平市（臨時）


